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２０１７年 新春交流会

離れて住む息子さん、娘さんは故郷の親が心
配です。
『誰か、見守ってもらえる人がいたらな。』
こんな時、商工会の「ながさき親孝行プロジェ
クト」が役に立ちます。
「お墓の掃除」「庭木の剪定」「害虫駆除」
などを子どもさんに代わってサービスします。
仕組みは、ながさき親孝行プロジェクトポー
タルサイトに登録している事業所へ、子どもさ
んが親に代わって注文すると、いろんなサービ
スが受けられます。
現在、登録事業者を受け付けています。登録
手数料や維持費などすべて無料です。お申し込
みは商工会まで。
「ながさき親孝行プロジェクト」
http://www.shokokai-nagasaki.or.jp/oyakoko/
★ながさき親孝行プロジェクト スキーム★

依頼

平成２９年新春交流会は、１月１２日(木)長
崎ロイヤルチェスターホテルで盛大に開催され
ました。３００名を超える参加者が新しい年、
２０１７年を祝いました。
山崎会長は「小規模企業支援法の制定を契機
に、会員自らが経営を見直し、商品サービスの
改良、ＩＴ機器や先端機器の導入、従業員の給
与改善など経営革新の動きが広がりつつある。
商工会は、会員企業に寄り添いながら全力で支
援する。」と挨拶し、とぎつワインで乾杯。交
流会が始まりました。
今年の女性部は「皿踊
り」を披露。練習の成果
もあり、息もぴったりな
演技は見ていて気持ちが
良かったと好評でした。
恒例の抽選会では、各業種の部会長が部会提
供の賞品をプレゼント。海産物セットや精肉引
換券などの豪華なラインナップに、当選者は歓
喜の声を上げていました。
長与と時津両町の町長、
議長、国会議員、外国語大
学や北陽台高校長、銀行等
の取締役なども参加され、
取引先とも新年の挨拶をし
たりと、幅広い交流ができました。

「ながさき親孝行プロジェクト」へ
ご登録ください！

首都圏等に住む

長崎県出身者

親孝行プロジェクト
ポータルサイト
親孝行のための
サービスを提供する

事業者

(商工会会員)

サービスの提供

商工会通信バックナンバーはホームページからご覧いただけます

http://www.nishisonogi.biz/
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まちゼミ臨店研修を
実施しました！
商工会では本年度、㈱全国商店街支援セン
ターの支援を受け、研修事業として、まちゼミ
のステップアップを図っています。
第２～３回目を１月１７日（火）１８日（水）
の２日間にわたり、過去のまちゼミ参加９店舗
が受講しました。
各店をまわり、お客様
を惹きつける店舗レイア
ウト、商品の見せ方など
をご指導頂きました。
講 師 の 佐 藤 皓 祠先生
（㈲日智 代表取締役／経産省委嘱タウンプロ
デューサー）からは、「各店にどんなに素晴ら
しい商品・サービスがあっても、伝わらない。」
「お客様の目線に立ってわかりやすく、簡潔に
提示してあげることが大切」とお話がありまし
た。
参加店からは、「自己流でなんとなくやって
いたので自信が持てなかった。」「先生とお話
しできたことで、やるべきことが整理され、迷
いがなくなった」「お客様に伝えているつもり
が、思っていたより伝わっていなかったことが
気づけて良かった」など、成果を実感する声が
ありました。
次回最終のまちゼミ研修事業は、下記の日程
で実施いたします。詳細は、別添のチラシに掲
載しています。どなたでも参加できます！
★第４回まちゼミジャンプアップセミナー
1.日程：平成２９年２月２２日（水）
１９：００～２１：００
2.会場：商工会時津支所３Ｆ研修室

２．確定申告の提出のみの受付
①ＮＢＣ別館１階
②長崎税務署１階の管理運営部門
③郵送又は税務署入口に設置しています「時
間外収受箱」（青いボックス）への投かん
（夜間や土日・祝日も可）
３．注意事項
平成２８年分以降の確定申告書には、マイナ
ンバーの記載と本人確認書類（※）の提示又は
写しの添付が必要です。
※例１ マイナンバーカード
例２ 通知カード＋運転免許証や公的医療
保険の被保険者証など

平成２８年度第2回長崎県農商工
連携ファンド事業採択決定！
中小企業と農林漁業者が連携し、農林水産物
を活用した新商品開発、販路開拓を支援する本
事業に、本会会員である「浜んまちＰＵＤＤＩＮＧ」
様（時津町左底郷）の採択が決定しました！
●事業名：長崎県地域産業資源（ぶどう）
の規格外品を活用した菓子類商
品開発
●連携体：㈲フォレストファーム
（助成金交付決定額：１,５３４千円）
時津町の地域産品である巨峰を原料にし
て新商品を開発し、全国展開を目指します。
時津町の新名産品として、時津町、とぎつ
巨峰のＰＲにも貢献できるものを目指します。
新しい名産品として、ご期待ください！
今後は、オリーブなどの長崎県地域産業資
源認定農産品との連携を広
げ、長崎産のこだわり農産
品シリーズを充実させてい
く計画です。

長崎税務署からのお知らせ

農商工連携ファンド事業にご興味のある方は、
商工会までお問い合わせください。

１．確定申告相談会の開催
①日時：２月１６日（木）～３月１５日（水）
９時～１６時（土日祝日は除く）
※但し２月１９日（日）・２６日（日）
は受け付けます。
②場所：ＮＢＣ別館１階
（長崎市上町１－３５ 桜町電停前）
③税目：所得税及び復興特別所得税、贈与税、
個人事業者の消費税及び地方消費税
※この期間中、長崎税務署での申告相談は
長崎税務署での申告相談は
※この期間中
行っておりません。

「農商工連携ファンド事業」とは？

西そのぎ商工会で検索！

1.事

例：農林水産物を利用した加工食品の
開発及び販路開拓、農林漁業用の
機械、生産管理システムの開発
2.対象となる経費：
①研究開発費（原材料費、委託費デザイン料等）
②展示会等の出展料、旅費、開発商品の広報費等
3.助成金：上限５００万円（１事業所あたり）
4.助成率：２／３以内
（離島の農林漁業者が連携帯に入る場合３／４以内）
西そのぎ商工会

検索
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１/２３（月） ～
確定申告の受付開始！
税務相談所会員事業所の所得税等確定申告の
受付を１月２３日（月）から開始しました。
関係事業所には事前にハガキで日時等をご連
絡しております。指定日には必ずご来所くださ
い。指定日には次のことを確認し、申告を受け
付けます。
１．売上・経費及び各残高等の確認
記帳代行者で、日計表を未提出の方は早
急にご提出ください。
２．期末棚卸表の確認
棚卸金額は、単価・数量等整理集計を記
載してください。
※上記
上記１、２の原始記録は大切に保管し
１、２の原始記録は大切に保管し
てください。
３．マイナンバーの提出受付
昨年１２月上旬に、マイナンバー収集関
係下記書類を郵送しております。提出をお
願いします。
①特定個人情報の取扱いに関する同意書（様式４）
（兼 利用者識別番号の利用同意書）
②個人番号報告書「事業主用」（様式５）
（番号確認書類および身元確認書類 含む）
※事業主以外の方（家族又は従業員等）が
提出される場合は、委任状（様式３）及び
代理人の身元確認書類の提出が必要です。

商業・サービス部会
合同視察研修を実施
１月２５日（水）・２６日（木）の２日間、
商業部会（橋口政行部会長）とサービス部会
（宮崎泰幸部会長）の合同視察研修を大分県で
実施しました。
１日目は「中津市しも
げ商工会」で研修。
当地は平成８年に現在
のイオンモールが開業
（モール型は九州初）し
た地域で、商工会でも「大型店との共栄」を理
念に事業を実施されています。
当日は会長をはじめ役員、イオン三光店店長
から出店の経緯やこれまで取り組んだ事業、地
域への波及効果等についてお話いただきました。
①歴代のイオン店長は商工会理事に就任、商
工会運営にも参画
②イオンをメイン会場とした中津市でも最大
級のイベントを商工会とともに実施
③地元を中心に６４０名の雇用を創出している
大型店の出店が相次ぐ本会地域にも非常に参
考になりました。
２日目は日田市の豆田町商店街を視察。
国の重要伝統的建造物群保存地区に認定され
た地域で明治・大正・昭和時代の建造物が今も
店舗などに活用されています。天領の雰囲気を
色濃く残しており、その雰囲気に合わせて洗練
された店舗が立ち並んでいました。

障がい者雇用見学会の
実施について

青年部経営講習会終了
１月２８日（土）、講師
に㈱集中力の森健次朗氏を
お招きし、青年部主催の経
営講習会を実施。
講師は過去にミズノ㈱で
競技ウェアの開発を担当。シドニー五輪では開
発したサメ肌水着が１２の世界新を樹立しました。
北島康介選手をはじめとする一流アスリート
とともに仕事をしてきた経験から集中力を発揮
するポイントを習得。
講演ではビジネスの場面で、いかに集中力を
発揮するか、緊張状態をいかにコントロールす
るかなど、トレーニング方法を実践しながらお
話していただきました。
参加者からは「商談やプレゼンの場面に活か
せそう」「普段の業務効率化につながる内容だっ
た」との感想が聞かれました。

福利厚生委員会では、人手不足を障害者雇用
によって改善する可能性を探ろうと、昨年に引
き続き、視察訪問を下記のとおり実施します。
少しでも興味がある方は、同封のチラシをご
覧いただき、ぜひご参加ください。
なお、当日は町内の就労支援施設の訪問も予
定しています。
1.日

時：平成２９年２月１７日（金）
９：３０～１２：００
2.見学先：①くるりのパン
（時津町日並郷２１９５－１１）
②町内就労支援施設
3.申 込：同封のチラシで２月１０日（金）
までにお申し込みください。
4.参加費：無料
※集合場所については、参加者宛に別途ご連
絡いたします。

商工会通信バックナンバーはホームページからご覧いただけます

http://www.nishisonogi.biz/
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楽しく飲みましょう！

あなたの“元気”を応援します

岡西薬局

居 酒屋
居酒屋

昭和４１年の創業以来、時津町役場前で営
業しています。
スタッフは、女性６名。調剤薬局として処
方箋の取扱はもちろん、自然治癒力を引き出
す手助けをする相談薬局として丁寧にカウン
セリングいたします。
この頃どうも元気がない、そう感じたらど
うぞご相談ください。
店頭には、季節にあわ
せた健康情報を掲示し、
地域のかかりつけ薬局と
して、皆様の健康をサポー
トします。
住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
営業
時間
店 休 日

時津町浦郷２７２－３
（８８２）２０４３／（８８２）６２６１
９：００～１９：００
日曜・祝日

1.「マル経融資」申込みに係る金融審査会
２月
審査会
申込期限

３月

２月 ３日（金）

３月 ３日（金）

２月１７日（金）

３月１７日（金）

2.日本政策金融公庫「定例相談会」開催
日本政策金融公庫から、原則毎月第二木曜
日、商工会に公庫職員が駐在し、借入申込や
相談を受付ける「定例相談会」を開催してい
ます。公庫の担当者が直接対応いたしますの
で、是非ご利用ください。※要予約
※要予約
●今月の定例相談会： ２月２０日（月）
①時津支所 １０：００～１２：００
②長与支所 １４：００～１６：００

くわい
く わい

「本日のオススメ」は、コスパが良いとお
客様からいつも好評を頂いております。また、
レギュラーメニューも豊富で、中でもカクテ
ルの種類の多さは他の居酒屋とは一線を画し
ており、値段も安いのでビックリされる方も
多くいらっしゃいます。
予約を頂ければ、メニューにない鍋料理や
高級刺身の盛合せ、フグ刺しなどフレキシブ
ルに対応できますので、
ご連絡をお待ちしていま
す。お一人様でもスタッ
フと会話をしながら楽し
く飲みましょう！
長与町斉藤郷４５
（８８７）０１１６
１８：００～２４：００
火曜日

住
所
Ｔ Ｅ Ｌ
営業時間
営業
時間
店 休 日

◆●◆

口座振替のお知らせ ◆●◆

本年度第４回会費等の口座振替日は、２月
１５日（水）です。
残高の確認をお願いします。

長崎県就職応援サイト「Ｎなび」に
登録しませんか？
長崎県が運営する就職支援サイトです。求
人を行っている企業と、求職者のマッチング
を支援します。ぜひご登録ください！
【Ｎなび求人情報登録のメリット】
①“無料”で求人情報を掲載/②掲載した
情報を自社で編集/③欲しい人材を条件で検
索/④支援機関からの助言が受けられる
詳細情報は、Ｎなびサイトへ
http://n-navi.pref.nagasaki.jp/

(平成２９年１月１６
(平成２
１６日現在)
日現在)
制度の種類

利率(年利％)

㈱日本政策金融公庫普通貸付

（１月受付分）
月受付分）
代表者名
業

1.81～2.30％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付

1.16％

県創業バックアップ資金

1.90％

長与町小規模企業振興資金

2.00％

県経営安定資金（長期資金）

1.95％

西そのぎ商工会で検索！

事業所名
まごころ治療院
長崎店

山田 康信

CYND:hair make 吉田
西そのぎ商工会

種

訪問医療
マッサージ

地区
長与

博 美容室(美容業） 時津
検索

